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木造建築物の耐久性能と

森　拓郎
京都大学生存圏研究所助教

～木材劣化が耐震性能に及ぼす影響

劣化対策

～伝統木造の耐震設計の実務と事例

構造的不具合の原因と対策
④

山田　憲明
㈱山田憲明構造設計事務所代表取締役 

～伝統木造の耐震設計の基礎 

構造的不具合の原因と対策
③ 

山田　憲明
㈱山田憲明構造設計事務所代表取締役 

温熱環境の改善と対策①

辻　充孝
岐阜県立森林文化アカデミー准教授 

～温熱・結露診断手法1 

温熱環境の改善と対策②

辻　充孝
岐阜県立森林文化アカデミー准教授 

～温熱・結露診断手法２

温熱環境の改善と対策③

辻　充孝
岐阜県立森林文化アカデミー准教授 

～住宅の省エネルギー評価の基礎

温熱環境の改善と対策④

～住宅の温熱・省エネ改修

温熱改修プランニング演習

辻　充孝
岐阜県立森林文化アカデミー准教授 

～演習ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで実践力を磨く！

佐藤　孝浩
桜設計集団一級建築士事務所 

山辺　豊彦
㈲山辺構造設計事務所代表

佐藤　孝浩
桜設計集団一級建築士事務所 

山辺　豊彦
㈲山辺構造設計事務所代表

中尾　太郎
中尾法律事務所代表 

設備の劣化診断と対策

清水　基之
㈱清水代表取締役

～配管設備診断Ｑ＆Ａ 

防火性能の改善と対策

安井　昇
桜設計集団一級建築士事務所代表 

～防火の基礎と火災時の安全性 

南　雄三
住宅技術評論家

南　雄三
住宅技術評論家

日本の住宅市場の変換

～長寿命で資産価値のある家を

～高齢化社会と住宅改修のニーズと実践

住宅改修における高齢者対応

溝口　千恵子
㈱高齢者住環境研究所代表取締役 

～設計事例の解説と実践

在宅介護のための住宅改修

溝口　千恵子
㈱高齢者住環境研究所代表取締役 

必　須　 講　義　 （24講義） 特別 講義     

住宅医スクール２０１７富士 講義内容 富士 会場 会場／富士市交流プラザ　第１会議室 
〒416-0915 静岡県富士市富士町20-1

住宅医協会ホームページの住宅医スクール受講申込 
フォームから、又は、下記に必要事項をご記入の上 
FAXにて事務局までお送りください。 申込書を受領 
後、事務局よりメールで確認のご連絡を致します。 

E-mail 

FAX 

TEL 

住所　〒 

所属会社名､役職

お名前 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

↓参加を希望する□にレ印をご記入下さい。 

   
□　通年 一括申込 希望  （参加費：108,000円） 

    
□　講義別受講希望 
　 ※上表の希望講義に直接○印を付け参加費をご記入下さい。 
　       （5,000円×　　　講義＝  　　　　円） 

　  

□　 住宅医スクール修了生、木造建築病理学科目履修生・修了生の方 

   

申込 
方法 申込先 

 06-6458-5090 

7/ 5 
（ 水） 

第１回 
住宅医概論 

建物調査と報告書の作成 

滝口　泰弘 
滝口建築スタジオ代表 

木造建築病理学の必要性 

 子文　澤三
 MSD・Ms建築設計事務所主宰

8/ 9 
（ 水） 

第２回 
構造１ 

～ 建物調査と住まいの診断レポート ～木造建築病理学の背景と取組 ～住宅医による木造住宅改修事例 

9/13
（ 水） 

第３回 
劣化・維持管理 

10/ 4 
（ 水 ） 

第４回 
防腐防蟻・構造２ 

11/15
（ 水） 

第５回 

温熱・省エネ 

12/ 6 
（ 水 ） 

第６回 

防火・設備・高齢者 

1/31 
（ 水 ） 第７回 
契約・施策・温熱

2/21 
（ 水 ） 第８回 

改修方法 

第１講義 
10 ： 4 5～1 2 ： 1 5 

受付 　10：00～ 
開講 　10：30～ 

第２講義 
1 3 ： 1 5～1 4 ： 4 5 

第３講義 
1 5 ： 00 ～1 6 ： 30 

※講師、講義内容は都合により変更することがあります。ご了承下さい。 

木造建築病理学の実践 

豊田　保之 
トヨダヤスシ建築設計事務所代表 

第 ４ 講義 
16：45～18：15 

構造的不具合の原因と対策 
　　　　　　　　　　　 ① 

木材の劣化と対策

簗瀬　佳之 
京都大学大学院農学研究科助教 

～地盤・基礎・軸組の調査診断 

～生物劣化の基礎 

～耐震補強の基本とコツを学ぶ 

構造的不具合の原因と対策 
　　　　　　　　　　　 ② 

中島　正夫 
関東学院大学建築・環境学部教授 

～ 木造住宅の劣化、診断、維持管理

木造建築物の耐久性能と 
　　　　　維持管理方法 

構造に関する法規、基準関連 

防蟻対策の実務 

水谷　隆明 
阪神ターマイトラボ代表 

～シロアリ駆除と予防法の事例 

～耐震性能に関する様々な基準 

耐震改修設計の実践

木造住宅関連施策の動向とその対応 

池田　浩和 
岡庭建設㈱専務取締役 

契約実務の留意点 
～木造住宅関連施策最新情報と 
　対応実践事例  

～瑕疵及び依頼者とのトラブルを 
　回避する方法 

武部　豊樹 
武部建設（株）代表取締役 

住宅改修事例を語る－① 

既存住宅の改修方法② 

三澤　文子＋河本　和義
ＭＳＤ 主宰＋ ＴＥ－ＤＯＫ主宰 ＭＳＤ 主宰＋ ＴＥ－ＤＯＫ主宰 

既存住宅の改修方法① 

三澤　文子＋河本　和義 

～事例に見る 
　軸組・壁・床・屋根の改修方法 

～事例に見る 
　基礎の改修方法 

～事例に見る 
　温熱・省エネ改修方法 

既存住宅の改修方法③ 

辻　充孝 
岐阜県立森林文化アカデミー准教授 

住宅医検定会＆修了式 

無料 

昼食 

※富士会場は、２０１７年のみ１年間限定開催 

建築士資格　　□一級　□二級　□木造　□なし 

□　 正会員・一般会員 
　 ※上表の希望回に直接○印を付け参加費をご記入下さい。 

　      　       （3,000円×　　　　日＝  　　　　円） 

　      　       （1,000円×　　　　日＝  　　　　円） 

　 ※上表の希望回に直接○印を付け参加費をご記入下さい。 

住宅医協会 ホームページTOPより、
「お問い合わせ」→「住宅医スクール受講申込」 
一般社団法人 住宅医協会 事務局 行き ＦＡＸ  

～北の民家づくり＋再生・育成の取組

～事例から見る耐震補強の考え方とその方法

松井　郁夫
一般社団法人ワークショップ「き」組代表理事

住宅改修事例を語る－② 

～古民家再生から見える日本の家

研究を知る

齋藤　 宏昭
足利工業大学工学部教授

～熱・水分環境から考える外皮の劣化予測と対策

住宅改修における最新の


